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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成26年６月27日に提出いたしました第65期（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）有価証券報告書の

記載事項につきまして、当社は厚生年金基金制度に加入しておりますが、厚生年金基金への拠出額の科目表示の誤り

（法定福利費に退職給付費用を含めて表示）や退職給付関係等の記載事項に記載もれがありましたので、これらを訂

正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

　第５　経理の状況

　　　【注記事項】

　　　　　（連結損益計算書関係）

　　　　　（退職給付関係）

　　　　　（損益計算書関係）　　

 

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

第一部 【企業情報】

第５ 【経理の状況】

１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

 

【注記事項】

(連結損益計算書関係)

　　（訂正前）

※１ （省略）

※２  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
 至 平成26年３月31日)

給料及び賞与 1,017,323千円 1,155,426千円

賞与引当金繰入額 123,930千円 148,921千円

役員賞与引当金繰入額 18,685千円 21,190千円

退職給付費用 33,046千円 39,424千円

役員退職慰労引当金繰入額 12,325千円 29,170千円

貸倒引当金繰入額 －千円 17,220千円

減価償却費 46,289千円 58,773千円

のれん償却額 8,770千円 43,765千円
 

※３　（省略）
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　（訂正後）

※１ （省略）

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
 至 平成26年３月31日)

給料及び賞与 1,017,323千円 1,155,426千円

賞与引当金繰入額 123,930千円 148,921千円

役員賞与引当金繰入額 18,685千円 21,190千円

退職給付費用 76,091千円 85,410千円

役員退職慰労引当金繰入額 12,325千円 29,170千円

貸倒引当金繰入額 －千円 17,220千円

減価償却費 46,289千円 58,773千円

のれん償却額 8,770千円 43,765千円
 

※３ （省略）

 
(退職給付関係)

　（訂正前）

前連結会計年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

１  採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度及び確定給付型企業年金制度を採用しております。

 
２  退職給付債務に関する事項

　　（省略）

 
３ 退職給付費用に関する事項

　　　（単位：千円）

勤務費用 33,046

退職給付費用 33,046
 

 
４  退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

   （省略）

 
当連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

１  採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度及び確定給付型企業年金制度を採用しておりま

す。また、一部の連結子会社は、中小企業退職金共済及び特定退職金共済に加入しております。

なお、当社及び連結子会社が有する退職一時金制度及び確定給付型企業年金制度は、簡便法により退職給付に係る負

債及び退職給付費用を計算しております。

 
２  確定給付制度

　　（省略）
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　　（訂正後）

前連結会計年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

１ 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度及び確定給付型企業年金制度を採用しております。なお、別枠と

して大阪機械工具商厚生年金基金に加入しております。

 
要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりであります。

 
（1）直近の年金財政計算に基づく積立状況に関する事項（平成24年３月31日現在）

年金資産の額 21,212,647千円

年金財政計算上の給付債務の額 26,991,725千円

差引額 △5,779,077千円
 

 

（2）制度全体に占める当社の掛金拠出割合（平成24年３月31日現在）

　　　　３.５％

 

 (3) 補足説明

　　上記（1）の差引額の主な要因は、下記のとおりであります。

過去勤務債務残高 △1,957,291千円

繰越不足金 △3,821,786千円
 

 
　　　　本制度における過去勤務債務の償却方法は償却期間７年６ヶ月（平成20年４月から）の元利均等方式償却であ

ります。

　　　　なお上記（2）の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。

 

２ 退職給付債務に関する事項

　　（省略）

 

３ 退職給付費用に関する事項

　　　（単位：千円）

勤務費用 33,046

厚生年金基金への掛金拠出額 43,045

退職給付費用 76,091
 

　　（注）厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　　（省略）

 

当連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

１ 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度及び確定給付型企業年金制度を採用しておりま

す。また、別枠として複数事業主制度の大阪機械工具商厚生年金基金に加入しておりますが、自社の拠出に対応する

年金資産の額を合理的に計算することができない制度のため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。なお、

同基金は平成26年２月12日開催の代議員会において通常解散の方針が決議され、通常解散に向け諸手続き中でありま

す。また、一部の連結子会社は、中小企業退職金共済及び特定退職金共済に加入しております。

なお、当社及び連結子会社が有する退職一時金制度及び確定給付型企業年金制度は、簡便法により退職給付に係る負

債及び退職給付費用を計算しております。

 

２ 確定給付制度

　　（省略）
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３ 複数事業主制度

確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度の要拠出額（従業員負担部分を除く）は、

45,986千円であります。

　（1）複数事業主制度の直近の積立状況（平成25年３月31日現在）

年金資産の額 22,660,687千円

年金財政計算上の給付債務の額 28,331,438千円

差引額 △5,670,750千円
 

 

　（2）複数事業主制度の掛金に占める当社の割合（平成25年３月31日現在）

　　　　　　　３.７％

 

　（3）補足説明

　　上記（1）の差引額の主な要因は、下記のとおりであります。

過去勤務債務残高 △5,819,410千円

当期剰余金 148,659千円
 

 

本制度における過去勤務債務の償却方法は、代行・基本プラスアルファ部分は期間19年、加算部分は期間11年の

元利均等方式償却であります。

なお、上記（2）の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。

 

２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

 

【注記事項】

(損益計算書関係)

（訂正前）

※１　（省略）

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
 至 平成26年３月31日)

給料及び賞与 913,427千円 1,049,450千円

賞与引当金繰入額 123,930千円 138,201千円

役員賞与引当金繰入額 18,685千円 21,190千円

退職給付費用 33,046千円 36,498千円

役員退職慰労引当金繰入額 12,325千円 34,101千円

減価償却費 41,422千円 49,560千円

のれん償却額 8,770千円 8,770千円
 

　
おおよその割合   
　販売費 60％ 60 ％

　一般管理費 40％ 40 ％
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（訂正後）

※１　（省略）

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
 至 平成26年３月31日)

給料及び賞与 913,427千円 1,049,450千円

賞与引当金繰入額 123,930千円 138,201千円

役員賞与引当金繰入額 18,685千円 21,190千円

退職給付費用 76,091千円 82,484千円

役員退職慰労引当金繰入額 12,325千円 34,101千円

減価償却費 41,422千円 49,560千円

のれん償却額 8,770千円 8,770千円
 

　
おおよその割合   
　販売費 60％ 60 ％

　一般管理費 40％ 40 ％
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